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スタートリスト
競技№： 102 男子  400m メドレーリレー タイム決勝

13～14歳

     

(ｸﾗｽ)  全国記録 3:52.47

(ｸﾗｽ)  四国記録 3:56.77

水路 登録№ チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2020/01/10 18:57:04 SEIKO Swimming Results System

 1組
 1  1140 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
13～14歳

 2  1043 瀬戸内ＳＳ          香  川  4:30.00

ｾﾄｳﾁSS              中学
13～14歳

  120 安冨未来斗      ﾔｽﾄﾐ ﾐｷﾄ        中2

  118 村上　眞季      ﾑﾗｶﾐ ﾏﾋﾛ        中2

  122 村川　　渓      ﾑﾗｶﾜ ｹｲ         中1

  119 田邉　治人      ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ        中2

 3  1190 コナミ高知          高  知  4:26.58

ｺﾅﾐｺｳﾁ              
13～14歳

 4  1203 ＪＳＳ高知          高  知  4:17.00

JSSｺｳﾁ              
13～14歳

  832 岩崎　祥大      ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ       中2

  833 井上　康太      ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ        中2

  830 大田　紳平      ｵｵﾀ ｼﾝﾍﾟｲ       中2

  831 西本　大輝      ﾆｼﾓﾄ ﾀｲｷ        中2

 5  1149 ＭＧ瀬戸内          愛  媛  4:18.50

MGｾﾄｳﾁ              
13～14歳

  517 山内　寛大      ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀ        中2

  516 長谷部和輝      ﾊｾﾍﾞ ｶｽﾞｷ       中3

  518 加藤　雄大      ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        中2

  515 田村想太郎      ﾀﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ       中3

 6  1174 フィッタ重信        愛  媛  4:29.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
13～14歳

  646 向居　大晴      ﾑｶｲ ﾀｲｾｲ        中3

  647 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      中2

  648 名智　　馨      ﾅﾁ ｶｵﾙ          中2

  649 宮内　翔正      ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾏ       中2

 7  1034 ジャパン観          香  川  4:40.00

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
13～14歳

 8
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 2組
 1  1066 サンダーＳＳ        香  川  4:14.50

ｻﾝﾀﾞｰSS             
13～14歳

  204 松岡龍之介      ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ     中2

  205 粟飯原壱成      ｱｲﾊﾗ ｲｯｾｲ       中1

  203 北村　昂大      ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ       中2

  206 桝谷來玖一郎    ﾏｽﾀﾆ ｷｸｲﾁﾛｳ     中1

 2  1110 ＯＫＳＳ            徳  島  4:13.00

OKSS                
13～14歳

 3  1079 JSSセンコー         香  川  4:09.00

JSSｾﾝｺｰ             
13～14歳

  236 岩﨑　大知      ｲﾜｻｷ ﾀｲﾁ        中2

  238 飯間　喜一      ｲｲﾏ ｷｲﾁ         中1

  235 杉田　　優      ｽｷﾞﾀ ﾕｳ         中2

  237 平尾　宏大      ﾋﾗｵ ｺｳﾀﾞｲ       中2

 4  1099 ＷＡＭＳＴ          香  川  4:04.00

WAMST               
13～14歳

 5  1092 ジャパン三木        香  川  4:05.50

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
13～14歳

  267 寺尾　温大      ﾃﾗｵ ﾊﾙﾄ         中2

  268 安田　拓哉      ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ        中2

  270 山岡　春輝      ﾔﾏｵｶ ﾊﾙｷ        中1

  269 岡崎　真也      ｵｶｻﾞｷ ｼﾝﾔ       中2

 6  1167 フィッタ松山        愛  媛  4:10.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
13～14歳

  620 平野　　資      ﾋﾗﾉ ﾀｽｸ         中1

  622 松浦　海翔      ﾏﾂｳﾗ ﾐｶﾙ        中1

  619 野田旺太郎      ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       中2

  621 島田　　希      ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ       中1

 7  1006 ジャパン高松        香  川  4:14.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
13～14歳

    9 村尾　柊人      ﾑﾗｵ ｼｭｳﾄ        中1

    6 山﨑　　慧      ﾔﾏｻｷ ｹｲ         中2

    7 魚住　圭史      ｳｵｽﾞﾐ ｹｲｼﾞ      中1

    8 眞鍋　千駿      ﾏﾅﾍﾞ ﾁﾊﾔ        中1

 8  1020 ジャパン丸亀        香  川  4:16.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
13～14歳


